
会長　遠田　公夫君
皆様、コンニチワ！2月も半ばを過ぎますと、
三寒四温に加え、黄砂と花粉の攻撃も始まり、
体調管理の難しさと共に、季節の移ろいを感
じます。一方で、毎年、2月には、私共ロー
タリーの創立にちなんだ卓話を聞き、先人に
想いを馳せる季節でもあります。役目柄、私
も初めて、佐世保ロータリークラブの歴史を
ひもといてみました。入会3年未満の方にだ
け偉そうに言わせて頂ければ、当クラブは、
昭和26年2月21日（水曜日）に、全国で54番目、
佐賀・長崎地区、即ち2740地区では2番目の
ロータリークラブとして産声をあげました。
スポンサークラブは、福岡RCと長崎RC、創

設時の会員名簿には、エネルギー関連を始め、
戦後の佐世保を支えた24事業所の重鎮が名を
連ねており、現会員の関係では田中丸善重、
田中丸善三郎、安福秀治郎、梅村忠一郎さん
という名前も、チャーターメンバーに見つけ
ました。さらに! と言いたい所ですが、ボロ
が出そうですので、この続きは、パスト会長
の福田金治さんに、卓話をお願い致しており
ます。どうか、我がクラブの先達に感謝し、
創設時に想いを馳せつつ、お聞きください。
さて、数首、面白川柳が寄せられています。
今日も笑いをお届け致します。やや干され気
味のお父さんからの1首。「地球より家族に欲

しい温暖化」。我が息子を「まだまだ　つま
らん! 少し、仕事に気合い入れさせんば!」と
言っている某社長さんからは、「子の欠点
気付いてみれば　わが姿」。ホテル業界より
「バレンタイン　妻の義理チョコリストに
俺の名が」（TVより盗作）。証券業界より、マ
スコミと証券業界の川柳バトル「自己責任と
言ってる割には　人のせい !」「今度売る
悩んだあげく大損し!」
不景気で飲みに行く回数も減りましたが、

突然たたんでしまうスナックも少なくないよ
うです。この間の私の実体験。「あのボトル
まだあるはずの　店がない」以上、挨拶と致
します。

○ロータリーソング「四つのテスト」

幹事　木村　公康君
１．国際ロータリーコミュニケーション部
事務総長補佐・ゼネラル・マネージャー

Kathleen A．Kessenich 君
世界公共イメージ推進キャンペーン「人類
のために活動します」蠹
テレビ用、ラジオ用、新聞記事広告用、看
板用　広報材料CD
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２．ロータリーの友委員会
委員長　上野　　孝君

2009-2010年度版ロータリー手帳お買い上
げのお願い
1部　630円（5月下旬出来上がり予定）

３．国際ロータリー
「rotarian 誌 3月号」が届いております。

４．第2740地区ガバナー事務所
メルマガ第14号

５．佐世保北ロータリークラブ
会長　鳥越　敏博君

25周年実行委員長 福田　俊郎君
創立25周年記念式典・晩餐会のご案内

日時／平成21年4月12日豸
記念式典17:30
晩餐会　18:40

場所／ハウステンボスホテルヨーロッパ
レンブラントホール

６．佐賀県窯業技術センター
所長　勝木　宏昭様
（3月11日卓話者）

2月11日～3月20日開催「第5回有田ひな人
形まつり」パンフレット

出席委員会　委員長　田中　信孝君
次回例会変更のご案内
炉辺会合例会
2月25日貉 18:30～　玉屋8階

親睦活動委員会　児玉　孝雄君
○今月の誕生祝い

三浦桂一郎君（4日）
鐡富　誠也君（8日）
井手　常博君（11日）
佐保　　榮君（12日）

梅村　良輔君（15日）
児玉　孝雄君（23日）
川冨　正弘君（26日）
富永　雅弘君（28日）

親睦活動委員会　才木　邦夫君
遠田公夫会長、木村公康幹事
松尾　文隆副幹事、松尾　慶一君
加納洋二郎君、小川　芳寛君
米倉洋一郎君、才木　邦夫君
中川内眞三君、円田　浩司君
安部　直樹君、芹野　隆英君
中島　祥一君、梅村　良輔君
増本　一也君、井手　常博君
川冨　正弘君、橘F 克和君
玉井　　晃君、石井　正剛君
大神　邦明君、平尾　幸一君
千住　雅博君、長富　正博君
斉藤　宏隆君、佐保　　榮君
金氏嘉一郎君、菅沼宏比古君
E富　誠也君、富永　雅弘君
加藤　陽一君、古賀　　巖君
池田　　誠君、井手　孝邦君
児玉　孝雄君、井上　斉爾君
立石　徳雄君、山下　　登君
F田　俊夫君、森　　信正君
幸良　秋夫君、曽我　勝宣君
安福鴻之助君、西村正一郎君
玉野　哲雄君、下田　弥吉君
円田　三郎君
本日の福田会員の卓話に期待して。
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三浦桂一郎君、児玉　孝雄君
E富　誠也君、川冨　正弘君
井手　常博君、富永　雅弘君
佐保　　榮君、梅村　良輔君
誕生祝いありがとうございました。

「佐世保ロータリークラブの歴史」

パスト会長　福田　金治君

（1）佐世保ロータリークラブの歴史

①創立年月日　　昭和26年2月21日
②クラブ設立の順位 地区........................2番目

（長崎RCが1番目）
九州........................6番目
日本.....................54番目
世界..............7,745番目

③クラブ認証番号　7745
（2740地区で認証番号を持つクラブは長
崎RCと佐世保RC）
1951年7月1日以降は認証番号の付与は中止

（2）佐世保ロータリークラブの特記すべき活動

実績

①日本国内で、国際青少年交換の事業を
最初に佐世保ロータリークラブが実施
しました。1962年2月9日よりオースト
ラリアへ1年間2名を派遣しました。

②ライラを当地区で最初にホストしたの
は佐世保ロータリークラブです。実施日
は1980年5月17～19日、場所は西彼飯盛
山「親和の森」

（3）

③ロータリー財団・米山記念奨学会への寄付
20年6月30日 2740地区 全国
累計寄付額 順位 順位

ロータリー財団 398,941ドル 1位
米山記念奨学会 78,517,800円 1位 21位

近年は「ロータリー財団」「米山記念奨学
会」共に、会員の皆様よりの寄付が減少して
おります。
先輩会員が、永年にわたり努力してこられ
た業績を維持する為に、会長、財団奨学・米
山委員長になり代わりまして、会員の皆様の
ご協力をお願い致します。

（3）九州が370地区から370・373地区に分か

れた記念大会について

昭和43年、2つの地区に分かれる記念大会
を名切グランドに大型テントを張り、当クラ
ブがホストクラブとして開催しました。
懇親会のメニューには「伊勢海老」の活き
造りもあり、大変豪華なもので、お茶に使用
する水も世知原の湧水を使用されました。大
会経費も約25,000,000円もかかり、当然登録
料だけでは足りませんでした。各企業よりの
寄付金で補てんされたそうです。

（4）市内ロータリークラブ合同でのスイスロ

ーザンヌ国際大会参加

1973年のローザンヌ国際大会へ市内のロー
タリアン・家族を含めて、10日間の日程で訪
問されました。旅行費用は3ヵ年毎月積立を
行い「スイス」「イタリア」「フランス」「西
ドイツ」「イギリス」「ホンコン」の6ヵ国を
訪問するハードなスケジュールでした。エピ
ソードとしては、添乗員が「IDカード」を
忘れた為に、大会会場に入れませんでした。

（5）RAC時代の記憶に残る先輩会員について

RACの例会中に、私の横に座っておられた
ローターアクト委員長のみつかど別館の古川
さんが「気分が悪いのでちょっと横になるよ」
と言われて別室で横になられた後で急に具合
が悪くなられ、病院へ運びましたが意識が戻

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 55,000円

累　　計 771,000円
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（今週の担当　才木　邦夫）

クラブ会報委員会 委 員 長 闍田　俊夫　　委　員 田中　龍治・原口　増穂
副委員長 円田　浩司　　 才木　邦夫

＊次回例会予告＊

2月25日　　炉辺会合例会

（4）

られないままお亡くなりになりました。もう
少しご存命でしたら、佐世保ローターアクト
クラブもさらに発展したのではと残念でし
た。

（6）当クラブが輩出したガバナーについて

当クラブは今日まで「富永猪佐雄会員」
「田中丸善三郎会員」「武井洋一会員」「安部
直樹会員」の4名のパストガバナーを輩出し
ております。以前は3年に1度、当グループよ
りガバナーを出しておりましたが、現在は5
年に1度出す様に変更されました。次回は
2013～2014年度のガバナーを当グループより
出す様になります。

（7）台南RCと姉妹クラブを締結することにな

ったいきさつ

当クラブ元会員の松永市郎さんが、戦時中、
台湾の海軍病院に勤めておられた父親に会い
にいかれた時、腸チフスにかかり入院されま
した。その時看護してもらった「許氏淑」さ
んにもう一度会いたいということで、1970年
1月号のロータリーの友に「外国の訪ね人」
という一文を出されました。その後、台南
RCの会員のお世話で「許氏淑」さんを探し
出すことができ、この出来事がキッカケで
1970年11月20日 台南RCと姉妹クラブを締結
し、本日まで38年間という永きにわたって交
流を続けています。

（8）RAC時代に台南RCを訪問した話

1972年11月20日～24日の日程で台南RCへ
親善訪問いたしました。行く途中、台湾海域
での事故の為、台北から高雄までの飛行機の
出発が6時間遅れました。台南への到着時刻
が9時頃となりましたが、歓迎会場には多数
の台南RCの皆様が待っていただいて、大歓
迎を受けました。現在も私共の訪問に際しま
しては、毎回心よりの歓迎を受けております。


